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雑海藻の駆除によるコンブ漁場の保全について

寺井 稔＊

Conservation of Kelp Saccharina longissima Ground 

in Eastern Hokkaido, Japan by Removing Weed Control 

Minoru TεRAI* 

Abstract 

Production of kelp in Japan was decreasing sharply, especially in eastern Hokkaido Japan. Saccharina 

longissima. To conserve the kelp forest. Hokkaido Government has tried some methods for incr日asing 

production of kelp. This paper introduc巴presentsituation of kelp fisheries in eastern Hokkaido and weed 

control weed control (removing algae and sea weed) as methods of kelp ground conservation. Future 

dir巴ctionand pres巴ntsituation of removing procedure are also shown. 

l.はじめに

北海道においてコンブ類の生産登が減少しており，中

でも最大の生産地である弱II路・絞主主管内における落ち込

みが大きい。コンブ類の生産を安定させるために雑j如来

駆除！）による漁場の維持・閥復に向けた取り組みが続け

られているが顕著な生産の回復が見られない状況である。

本稿では，これまでの取り組みと今後の諜題について報

告する。

2.コンブ漁場の整備

北海道内で災施しているコンブ漁場の援俄手法は火き

く次の二つに分けられる。

1) 新妓の漁場造成

若定基質の出凸や安定t'lなど物理的な条件の改替を包

約として，自然石を数設し石;ftを安定させるために周fill

にブロックを設援するものが多い。現場の条件に応じて，

海渓の生育に必要な光の盤，波浪による流動環境，海藻

を鱗とするウニ綴の食圧などを考慮し適切な水深をfl！~

保するために自然石を積み震ねる場合がある。また， j昔、

資の地縫では自然石の底部に沈下防ll:.用のシートを敷設

2014年3月7日受付， 2014年3月10日受滋

キーワード・ナガコンブ，保全，事f~海藻駆徐

する。

2) 天然漁場の回復

この手法は，かつて漁場で、あったが現在は雑海藻に占

有されている海域において，雑；毎i築を駆除することによ

り生物的な条件を改善し天然漁場としての限後を!jg］る

ものである。 SKフープやパックホウの駆除ホークによ

り海底聞の雑誌手漆を l~U り取る工法が主流であり（Fig.

1），海底の起伏・底'Ul・水深などによって使い分けてい

る。

3.ナガコンブの特徴

l) 分布と生産

鋭！路から狼室地方にかけての道東太平洋沿岸に分布し

北海道のコンブ生産量の4割程度を占めるま重要穏である。

世界のコンブ類のψで最も主主く 8～ lOm，長いものは15

m以上になる2）。

2) 生態と漁業

ナガコンブSaccharinalongissimaは秋から冬にかけて

滋定予を放出する。 1i下回は惨さが務い「水コンブ」と

呼ばれ，秋に求紡れするが2年包の春に伸び：到し支に

は「成コンブJとして漁獲される。 2年目と 3年目の葉
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Fig. 1 Methods for weed control (removing algae and sea weed). 
Upper. SK hoop, lower, backhou 

｛本が漁業の対象となる。 5～6月に間引く簿く i務；らかい

コンブは fサオマエコンブjとH手ばれ，成コンブは7～

9月の成喜！リ弱が漁期となる。ガッガラコンブ（アッパコ

ンブ）は深みに生育し手議；自立5～ 7mで、j均！!flで硬い特

徴がある。

4.荒廃の原因となる主な海藻

1〕 ウtiノモクCystoseirahakodatensisやネブ

トモクCystoseiracrassipesのホンダワラ類

荒廃の最も大きな姿i還となる大~の多主ド生海藻で「立

ちi築jと呼ばれ，海I国まで透して光を遮り流動環境も慈

化させとともに，長期間にわたって着生爾を占有する。

冬期間は様だけになるが，菜の部分で切断しでも干写生す

るため，駆除は根ごと行う必姿がある。 2月下勾頃にコ

ンブよりも早く生長を掬始し7～8月頃に成熟する。

おカタワペニヒJ¥Neoptilota asplenioides 

長さは30cm程度とあまり大きくないが，務1:.密度が

高く大きな群落を作るためにナガコンブ遊定予の着生や

生長を阻害する。

5.コンブ漁場の変遷

．安P定；抑．コンブ

．減少期： i.(M集や自然流失などによって母藻が減少し

再生緩のバランスが崩れ始める

－荒廃初期・コンブ、類の殺生密度低下lこ伴って雑海藻

が繁茂し始める

・荒廃期：事ffi海藻が勢力を強めコンブ類の着生や生長

を務：しく l狽ミ与する

以上の段階に夜分することができ，荒廃期に入ると自

然に回復することは困難になるが，流氷の接岸によって

回復することが知られている。

流氷の接岸には，海藻の刈り取り効采があるが，海底

lこ凶凸があることでコンブの微小な配偶イ本や幼体は刈り

取られずに残る。雑海藻が刈り取られることでコンブの



生育条件が改善されるため，荒廃していた漁場は再びコ

ンブ漁場として安定期に渓る。

6. コンブ‘漁場荒躍の状況

送予定のナガコンブ漁場における後良漁場の条件は，コ

ンブ歩の着生長が10本／m2. または10kg/m2とされており，

i魚、場として利用できる最低条件としては， 3本／m2，ま

たは3kg/m2となっている。しかし浜中町での王子成S

年の生産が低下した漁場における調査結果では， 2年目

の生産対象となるコンブ》宝0.1本／m2で、あり，優良潟、場の

1/100，漁場として使える最低条件に対しても1/30と荒

廃が進んでいる状況であった3）。

浜中町では！昭和56年から漁業者・漁協による雑海5謀総
徐作業を，昭和62iドから町・遂の補助による駆除事業を

実施してきた。しかし流氷の接岸する間隔年数が長く

なるにつれて，荒廃するスピードに駆除事業による漁場

回復が追いつかず，荒廃蕊i積が拡大する状況となってい

た。かつてはコンフザの漁場で、あり，水深や底質は良好で

あるが．現在はウガノモクやカタワペニヒバが優先して

繁茂しているため，流氷に代わる方法として機械による

雑海藻駆除を実施することとし王子成 6,7年の2か年

を感染期間として北海道で最初に漁場保全事業を言1・画し

た。予定紋置は海底起伏が少ないため，工法は水際関m
ブルドーザーの走行によるものとした3）。

7.著書業内容の検討

駆除する！時期は， 8月～室主年3月まで、に行った事前調

査によって決定した。 8～9月に駆除した結来では，雑

海f長が多くコンブはほとんど務会三しない。また， 10～3

月の駆除では，コンブの着生設が圧倒的に多く雑海i廷は

ほとんど務生しない結果が得られた2）。このため，雑海

擦をlb!~除する時期を 10～ 3 月の悶とした（Fig. 2）。

事前の試験結糸から，雑i毎i築の取り残し設は，駆除回

数 1回で762g/m2. 2剖で365g/m2, 3国で207glm2,

4 ［国で88g/m2であった（Fig.3）。 2年後のコンブ殺生

主主廷は，駆除回数1殴の場所が2.3kg/m2. 2回が7.7kg/

m2, 3閉が44.8kg/m2. 4協が53.5kg/m2で（Fig.,1), 

21£11と3＠］では大きな差があり， 2国では優良漁場に至

らないが3阪iでは優良漁場としての基準を上限るため，

必要な緩徐回数を 3胞に定め，その時の取り残し長；200g/

m2を駆除の目標値とした。ホンダワラ類は主主郊で切断し

でも潟生し 1株でも残ると周辺が漁場とならないことを

考滋し優良漁場に回復するために必要な値（取り残し

：主主200g/m2）を目標値として設定した3）。

8.漁業者が行う認除

雑j怒i渓駆除の方法には，漁業者が自ら行う「小型洗親i

機」と建設会社へ外注する水陸jj軒目ブルドーザー， SK
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Fig. 2 Biomass (wet weight, kg/m2) of kelp (S.αcchαrinα 
longissimα，black bar) and other sea algae 
(white color! after weed control. 
Every removing conducted monthly, from August 
to March, in eastern Hokkaido, Japan (Based on 
earlier studies2l ・ 3l). 
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Fig. 3 Biom~ss ( w~t weight, g/m2) ?f remained sea 
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Removing number ranged from one to four, in eastern 
Hokkaido, Japan (Based on earlier studies2l.3l). 
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Fig. 4 Biomass (wet weight, kg/m2) of remained s回
algae after 2 years of weed control (removing 
algae and sea weed). 
Removing number ranged from one to four, in eastern 
Hokkaido, Japan (Based on earlier studies2l,3l). 

フープ，パックホウ等の方法があり，海底の地形，底焚，

水深，費用と効果などを考慮して選定しているI）。小型

洗耕擦は，海底のj毎E裂を削り取る効果のあるキャタピラ

の部品などを鎖でi妥結ーした中高lm，長さ 2m程度のもの

であり，これを漁業者が船外機紛で、曳き殴して駆除を行

う。工法の特性として取り残し最が多くなるが，漁業者

が自ら出来るFi百易な方法として実施されている。
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9.漁業者の声

漁場保全事業の実施後も雑海藻の駆徐は継続されてお

り， j珂係者からの主な意見は次のとおりである。

－操業しているナガコンブの潟、場で雑海藻の駆徐を行

っていない漁場はほとんどi尽く，漁場として使うた

めには駆除が必要である。

－効果の持続期間が駆除後2～ 3年であり徐々に荒廃

が進むため， 3～ 4年サイクルで計画的に駆除を

実施しなければならない。

－雑海藻の取り残し；径は出来るだけ少なくするように

努カしている。

－虎刈りなどを試験してみたが雑海藻が増えやすく潟、

場として利用できない場合が多い。

－駆除後にコンブがお後度に着生しでも，潟、期存在に間

引きすることで品質の維持は可能である。

10.謹除技術の改良や高度化！こ向けて

ナガコンブ漁場の持続的な利用には，雑j毎漆の駆除に

よる維持管理が不可欠で、あり，これまでの主主総データを

もとに駆除技術の改良や高皮化を図ることが漁業の現場

から求められている。このため，荒廃の程度，海藻の稜

類，底'lilなど；Ill!先海域の実態にf!Pした駆徐の時期や方法

を検討していく必姿がある。

駆除時期については，章！？しいえき生面を造成する場合や

荒廃が綾皮に進行している場合は，コンブの遊定予が出

ている時期に駆除することが必要である。また，維持手漆

の下にコンフ予の幼体や胞子が十分にある場合は，遊定子

がl±lている時期より遂い 1～ 3月に駆除しでも，流氷に

よる磯掃－除と同様の効果が見込める。一方，雑海藻の成

熟期1lUに駆除して次の殴代に移行させないことを目的と

して，さらに遅い6～7月に駆除することも考えられる。

このように， 目的に応じた駆徐II寺郊を設定することで漁

業者の選択肢が広がることになる。

駆除技術の改良や高度化に向けて，平成25年度から道

総研水産研究本部~＂路水産試験場が中心となって，時期

毎の取り残し最とその後のコンブ着生澄など漁場の回復

効果との関係等を明らかにするための調査研究に取り組

んで、いる。
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